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新潟大学
全学同窓会広報

縁（えにし）は大切にしたいものです。さらに、ときには同窓会
にも思いを寄せて頂いて存在感のある同窓会にしたいもの
です。
　いま新潟大学は、社会の変化・時代の要請に対応すべく
大学の創生・魅力の創出・経済状況が厳しい学生さんの
支援等に大変ご努力をされています。メールマガジンでも情
報を提供しています。みんなで母校と学生さんを、できるだけ
応援したいものです。
　同窓会は、会員の皆様みんなの会です。「こうすべきでは
ないか」、「こういう取り組みが欲しい」等のご意見・ご要望
を寄せて頂ければと期待しています。もとより浅学菲才の身、
皆様のご支援・ご協力を頂いて、微力ですが力を尽くして
いきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

　このたび全学同窓会長に就任いた
しました理学部同窓会長の野本憲雄
でございます。これまで同窓会のため
に、大したお役に立ってもきませんでし
たので、「会員の皆様のお役にたてる
だろうか？」と不安です。

　全学同窓会も創立10年を超えました。会員も14万人ほど
と伺っています。組織は大きくなれば結びつきが弱くなるの
は、世の習いです。これといった利もなく、人の繋がりが弱い
と言われているご時世ですからなおさらだと思います。しか
し、大きな災害などのたびに、人と人の結びつきは本当に大
切なことだと思い知らされます。同じ境遇で、ともに学んだ

　平成28年3月15日(火)、本学松風会館第一会議室において、
“学生表彰”及び、“学友会表彰”を実施しました。
　“学生表彰”では、在学期間を通じて、極めて優秀な学業成績を
修め、高い評価を受けた者4名、学術研究活動において、特に顕
著な成果を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けたと認められ
る者9名、課外活動において、特に顕著な成果を挙げ、課外活動の
振興に功績があったと認められる団体1団体を表彰しました。ま
た、“学友会表彰”では、学生個人表彰で5名、学生団体表彰で2団
体、学生感謝状贈呈で4名、教職
員等感謝状贈呈で4名を表彰し
ました。今後も本学では、表彰を
実施することで、表彰学生のみ
ならず学生全体の学術研究活動
や学友会活動に対する意欲を醸
成していきます。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

新潟大学からのお知らせ

新潟大学全学同窓会
事務局：〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地
 TEL 025-262-7891　FAX 025-262-7892
 E-mail  dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp
 http://www.niigata-u.ac.jp/dousoukai/

運営委員会広報部より：同窓生のみなさまの中には長期の留学や
海外勤務を経験された方も多いかと存じます。外国語でのコミュニケー
ションの不自由さもさることながら、文化・風習や生活習慣、さらには
法律・規則の違いに戸惑い、大きな不安・ストレスを感じられたのでは
ないでしょうか？新潟大学の留学生も異国の地で、様々な困難を解決し
つつ、各自の目標に向かって学業を修め、卒業・修了後は国内外で活躍し
ておられます。彼ら彼女らの活躍は同窓生として誇らしいですし、本学の
国際的プレゼンスの向上にも貢献していると思います。
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「新潟大学カード」入会のご案内
●新潟大学全学同窓会では、新潟大学の

　発展を支援し、同窓会員へのサービスと

　連携を深める目的で、

　三菱UFJニコスと提携

　して「新潟大学カード」

　を発行しています。

この機に是非ともご入会を！

入会費
・

年会費

無料

見本

※詳しくはホームページ
　http ://www.n i igata-u .ac . j p/dousouka i/card/ をご覧ください。

　平成28年4月14日（木）に発生した熊本地震で被害を受けた被
災地を支援するため、本学医歯学総合病院では、新潟県からの要
請を受け、医療救護班を4月22日（金）から4日間、熊本県へ派遣し
ました。この医療救護班は、医師2名、看護師2名、薬剤師1名、救
急救命士1名、事務職員1名の7名で構成され、内6名は、専門的な
訓練を受けた災害派遣医療チームであるDMAT隊員です。
　4月21日（木）に医歯学総合病院で行った出発式では、鈴木榮
一医歯学総合病院長が、「自身の安全にも留意し、被災された
方々のお役に立つよう、しっかりと医療活動を行ってほしい。」と挨
拶を行うと、医療救護班を代表して高橋昌教授（医学部災害医療
教育センター）は、「中越地震や
中越沖地震の際は、全国からたく
さんのご支援いただいた。感謝
の気持ちを込めてしっかりと活
動してまいります」との決意を述
べました。

医療救護班を熊本県に派遣しました

学長による学生表彰を実施しました

新潟大学全学同窓会からのお知らせ

全学同窓会長就任のご挨拶
野本 憲雄
理学部物理学科1965（昭和40）年卒

Webサイトをフルリニューアルしました
　平成28年4月1日（金）、新潟大学公式WEBサイトをフルリ
ニューアルしました。最新のユーザビリティを追求したデザインと
サイト構成で、これまでよりもさらに“見やすく”、そして“詳しく”
情報をお伝えします。
　また、スマートフォンをはじめとする様々なデバイスにも対応
し、快適に閲覧することが可能となりました。

新潟大学Webサイト http://www.niigata-u.ac. jp/

医療機器の導入に係わる
立替金等請求控訴事件の判決確定について
　株式会社安藤・間から平成27年5月11日に控訴提起されまし
た、医療装置の導入に係る立替金等請求控訴事件につき、平成
28年3月10日、東京高等裁判所は、控訴を棄却する旨の判決を
言い渡しました。
　この度、控訴人が法定期限である平成28年3月24日までに上
告及び上告受理の申立を行わなかったことにより、上記東京高等
裁判所の判決が確定いたしました。
　改めて、これまでのご支援に深く感謝申し上げます。
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　平成27年10月24日（土）ＡＮＡクラウンプラザホ
テル新潟において、全学同窓会10周年記念行事
が実施されました。行事の内容は①記念講演会、
②記念式典、③祝賀会で構成され大学関係者、
各学部同窓生、一般市民も含め大勢のご参加を
頂き盛大に挙行されました。
　設立以来多少の不安と共にスタートしたその

運営・機能性について、一区切りとなる10年を迎えて取りあえず安堵の
感を抱いている理事・役員の皆様の期待を担って、約一年半前から「10
周年記念行事実行委員会」が組織されました。スタートに当たって実行
委員会としての基本方針を以下の3点と定めました。
①講演会の講師は出来るだけ全国的に著名でおもしろい話題（狭い専
門性でない）である事

②来賓者は開催趣旨に沿って招待し、一般的形式にとらわれない事
③祝賀会はゆったりと歓談できるよう、立食形式にはしない事

新潟大学全学同窓会　設立10周年記念行事のご報告
実行委員長  本合 邦彦 （悠久会（工学部同窓会）理事長、1968（昭和43）年卒）

　その後２～３ヶ月に一回のペースで実行委員会が開かれ、
その都度基本方針の肉付けや修正・確認を経て実行内容の
詳細が確認されたのが約2ヶ月ほど前でありました。その結果最大
イベントである「講演会」の講師には食品（発酵学の第一人者）
に造詣が深い東京農業大学名誉教授の小泉武夫氏をお願い
し、「式典・祝賀会」には新潟大学元学長長谷川彰氏、前学長
下條文武氏、現学長髙橋姿氏、元全学同窓会長柳本雄司氏、
新潟市長篠田昭氏の来賓祝辞を頂き、柳本幸子氏のソプラノ
独唱、新潟大学合唱団のアトラクションを交えて開催の趣旨に
沿った有意義な行事を挙行出来ました。
　ご支援・ご参加いただきました大勢の皆様はじめ、全学同窓会
の役員、実行委員の皆様方に感謝いたしまして新潟大学全学
同窓会設立10周年記念行事の報告を終わります。

新潟大学・全学同窓会交流会
記念講演会 及び 懇親会
●日時： 平成28年10月22日（土）
●場所： ANAクラウンプラザホテル新潟  2F 「芙蓉」
  （新潟市中央区万代5-11-20）

【記念講演会】
15：00～17：00 ［入場無料］

「路地からのふるさと再生」（仮題）
講師／野内 隆裕氏 （路地連新潟メンバー、日和山五合目館長）

●プロフィール●
　1968年新潟市中央区の下町（しもまち）出身。
まちあるきグループ「路地連新潟」メンバーとして、
小路や歴史のある観光スポット日和山の風景を拠
点に、楽しみ活かそうと、まちあるきを企画。2007
年より、新潟市との共同プロジェクト「新潟の町・小
路めぐり」において地図と案内板を作成。2011年、
みちとまち新潟の史跡・日和山の再生に取り組む。
2014年、日和山の中腹に新潟の歴史と景観を楽しむカフェ「日和山五合
目」をオープン、館長となる。2016年、まちづくり功労者（国土交通大臣
表彰）受賞。
講演の抄録
　近頃全国的にぶらりとまちあるきを楽しむのが流行しています。歩いて
初めて気付く価値観がここ新潟のあちらこちらに眠っています。講師は「新
潟シティガイド」の生みの親のひとり、この道の仕掛人です。江戸時代から
の新潟の名所、日和山をねじろに、イラストレーターとして自ら地図作製に
携わり、港町の情緒の発信に努めています。新潟市との二人三脚の町お
こしの歩みと、ますます進化する下町日和山からの町おこしの今を語って
いただきます。

【記念講演会・懇親会の申込方法】
　講演会、懇親会別に参加希望を明記し、郵送・FAX・メールで全学同
窓会事務局へお申し込みください。いずれの会も新潟大学関係者以外
の方でも参加できます。
※参加申込みの詳細についてはホームページの中でご案内する予定です。

締め切り：10月7日（金）
申 込 先：新潟大学全学同窓会事務局
　　　　 〒950-2181　新潟市西区五十嵐2の町8050番地
　　　　 ☎ 025-262-7891　　FAX 025-262-7892
　　　　 Eメール dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp

●インフォメーション

【懇親会】
17：30～19：30　会費／5,000円（予定）　※場所は講演会と同じ
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平成26年度会計報告

繰越金
賦課金
分担金
協賛金
一般広告掲載
カード事業貸付金回収
賛助会費
受取利息

3,870,987
270,000
5,000,000
2,100,000
300,000
200,000
5,000,000

1,000

費　　目 予算額（円） 実績（円）

合　　計 16,741,987

3,870,987
270,000
5,000,000
1,950,000
400,000
200,000
5,221,000

543
16,912,530

収入の部

大学等支援費
学生支援費
事業特別会計
広報紙
会員等サービス事業
事務局費
予備費

800,000
3,500,000
5,000,000
2,000,000
500,000
4,400,000
541,987

費　　目 予算額（円） 実績（円）

小　　計

149,800
3,500,000
5,000,000
1,622,700
304,899
4,303,321
15,000

14,895,720
次年度繰越金 2,016,810

合　　計 16,741,987 16,912,530

支出の部

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

平成27年度第1回全学同窓会理事会（6月25日）において
26年度一般会計の監査結果報告が行われました。審議の
結果、承認されました。

全学同窓会雪華支援事業（平成27年度）
　皆様からの賛助会費をもとにした公募型の学生・大学支援事業です。平成27年度は単
年度型（Ａ）24件を採択し、総額350万円を助成しました。
　なお、複数年度型（Ｂ）の応募はありませんでした。　

雪華支援事業（A）

③現在、大学の抱える課題と改革についてお聞かせください。
　私が認識するに、皆様もネット、新聞紙上でご存知のことと思いま
すが、人事凍結で示された財政改革が一番の課題であります。当然の
こととして、大学はこれまで以上に競争的外部資金（間接経費）獲得
の必要に迫られます。この担当理事は他でもない私自身となりますが、
責任の重さを実感しています。科学研究費については、ここ数年間、
右肩上がりで推移しており、平成２８年度については、４月１日現在、
昨年度のそれに比し９千万円を超える増収であり、これまでの最高
獲得額となりました。問題は、社会連携における共同研究・受託
研究などによる外部資金の獲得です。残念ながら、他の旧六などに
比し、これらの獲得額は決して満足できるものではありません。

④大学の発展へ向けて同窓会へのご要望はございますか。
　大学は、独法化以来、同窓会から多岐にわり、多くのご支援を受け
てきたことは承知しております。しかし、私からすると、その支援は
学生や教育に強調され過ぎる感が否めません。“若者が是非入学
したいという大学はどのような大学か”、総合かつ大規模大学である
本学にとって、その役割と名声を維持するためには、同窓会からの、
学生教育や社会貢献の根幹を成す“研究”に対する支援が不可欠
です。その支援とは、まさに忌憚のないご意見と叱咤激励に他なり
ません。どうかよろしくお願い申し上げます。

①はじめに簡単な自己紹介をお願いいたします。
　私は仙台の出身です。１９７９年に本学医学部を卒業し、以後、
脳研究所で神経病理学を専攻（新潟の地を離れたのは外国留学の
２年間のみ）、２１世紀COE、全国共同研究拠点など、新潟大学に
おける脳研究の発展に携わってきました。現在、理事（研究・社会
連携担当）の職にありますが、これからも精一杯、本学の発展に努
めていく所存です。

②同窓生とのお付き合いの中で、印象深い出来事はございますか。
　とくに印象深いということではありませんが、私は先々代の長谷川
彰学長の時代から長く脳研究所長を務めてきましたので、多くの
同窓会の諸賢から懇親会の席上などでは、よく脳の病気（認知症
など）とその研究について質問をされました。

全日本合唱コンクール全国大会出場、第51回定期演奏会に向け充
実した活動をするため
新潟大学管弦楽団第８回東京公演開催
新潟から様々な音楽を発信してきた新潟市民芸術文化会館で、初めて
の定期演奏会を行うにあたり、定期演奏会を充実させるため
全日本吹奏楽コンクール全国大会出場のための指導者の招聘
奥羽越学生落語会の開催による被災地の支援
秋季リーグ戦に向けての強化練習費のため
全国大会で上位入賞を目指し、日々の練習に積極的参加と努力を促す
こと
北信越大会及び全国大会上位入賞のための練習環境の整備
インカレ上位入賞に向けた実践的練習日数拡大における経済的負担
の軽減
全国国公立大学選手権上位入賞・中部学生選手権での日本学生選
手権団体権獲得・より多数選手出場に向けた練習環境の充実
「新潟大学オープン卓球大会」などを通じた、新潟県・新潟市卓球連盟
への貢献および新潟県の小中高生の卓球指導、各種大会での活躍
ラフティング世界大会と安全な登山・ロッククライミングに向けて
中部学生馬術選手権大会出場のための資格取得と中部学生馬術選
手権大会参加
大会に向けた練習環境、設備の強化
ゴールキーパー用防具の老朽化に伴う、来年度以降の活動に向けて
防具一式及び防具消耗品の購入
海上練習に用いるレスキュー艇「CABⅡ」の船外機の購入
全国大会を目指すうえで必要なボールおよびテーピング等消耗品の必
要経費
より強いチームとの試合経験を積むための活動の強化
全日本インカレ、全日本大学駅伝、全日本大学女子駅伝、出雲駅伝出
場ならびに入賞に向けた活動の強化
北信越大会優勝および全国大会出場のための練習環境の充実
全日本学生フォーミュラ大会での上位入賞を目標とした車両製作
NHK学生ロボコン優勝に向けたロボットの製作費、材料費
中央図書館の名作映画ＤＶＤの整備拡充
高齢者ケア関係資料の整備

合唱団

管弦楽団

クラシックギター部

吹奏楽部
落語研究部
アメリカンフットボール部

基礎スキー部

弓道部

競技スキー部

水泳部

卓球部

探検部

馬術部

バレーボール部

フイールドホッケー部

ヨット部

ラグビーフットボール部

ラクロス部

陸上競技部

硬式庭球部
NEXT. Formula Project
ロボコングループ科学技術研究部
附属図書館（中央図書館）
附属図書館（旭町分館）

本年2月1日に校友会代表として
全学同窓会理事に就任された
高橋均新潟大学理事・副学長に
お話を伺いました。

Interview
高 橋   均

新潟大学の国際交流 ～留学生編～
International Exchange of Niigata University特 集
　新潟大学には500名近い海外からの留学生が在籍しています。言葉も文化も習慣も異なる新潟で、留学
生のみなさんは教職員、学生仲間、地域の方々との交流を通して、専門分野の学習・研究のみならず、多く
のことを学び取っています。一方、図書館内に設置されている外国語学習支援スペース “FL-SALC

（Foreign Language Self-Access Learning Center）” でのプログラム（留学生との英語・初修外国語
での自由会話など）等を通じて、日本人学生のグローバル化にも貢献しています。

　グローバル教育センターは、大学における教育のグローバル
化を推進することを目的として設置され、留学生に対しては
日本語教育部門において、各自の日本語能力に応じた日本語学習
の授業を提供しています。約半年間の日本語学習ですが、集中
した学習の効果なのか、留学生の日本語の上達の速さには驚か
されます。
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平成26年度会計報告

繰越金
賦課金
分担金
協賛金
一般広告掲載
カード事業貸付金回収
賛助会費
受取利息

3,870,987
270,000
5,000,000
2,100,000
300,000
200,000
5,000,000

1,000

費　　目 予算額（円） 実績（円）

合　　計 16,741,987

3,870,987
270,000
5,000,000
1,950,000
400,000
200,000
5,221,000

543
16,912,530

収入の部

大学等支援費
学生支援費
事業特別会計
広報紙
会員等サービス事業
事務局費
予備費

800,000
3,500,000
5,000,000
2,000,000
500,000
4,400,000
541,987

費　　目 予算額（円） 実績（円）

小　　計

149,800
3,500,000
5,000,000
1,622,700
304,899
4,303,321
15,000

14,895,720
次年度繰越金 2,016,810

合　　計 16,741,987 16,912,530

支出の部

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

平成27年度第1回全学同窓会理事会（6月25日）において
26年度一般会計の監査結果報告が行われました。審議の
結果、承認されました。

全学同窓会雪華支援事業（平成27年度）
　皆様からの賛助会費をもとにした公募型の学生・大学支援事業です。平成27年度は単
年度型（Ａ）24件を採択し、総額350万円を助成しました。
　なお、複数年度型（Ｂ）の応募はありませんでした。　

雪華支援事業（A）

③現在、大学の抱える課題と改革についてお聞かせください。
　私が認識するに、皆様もネット、新聞紙上でご存知のことと思いま
すが、人事凍結で示された財政改革が一番の課題であります。当然の
こととして、大学はこれまで以上に競争的外部資金（間接経費）獲得
の必要に迫られます。この担当理事は他でもない私自身となりますが、
責任の重さを実感しています。科学研究費については、ここ数年間、
右肩上がりで推移しており、平成２８年度については、４月１日現在、
昨年度のそれに比し９千万円を超える増収であり、これまでの最高
獲得額となりました。問題は、社会連携における共同研究・受託
研究などによる外部資金の獲得です。残念ながら、他の旧六などに
比し、これらの獲得額は決して満足できるものではありません。

④大学の発展へ向けて同窓会へのご要望はございますか。
　大学は、独法化以来、同窓会から多岐にわり、多くのご支援を受け
てきたことは承知しております。しかし、私からすると、その支援は
学生や教育に強調され過ぎる感が否めません。“若者が是非入学
したいという大学はどのような大学か”、総合かつ大規模大学である
本学にとって、その役割と名声を維持するためには、同窓会からの、
学生教育や社会貢献の根幹を成す“研究”に対する支援が不可欠
です。その支援とは、まさに忌憚のないご意見と叱咤激励に他なり
ません。どうかよろしくお願い申し上げます。

①はじめに簡単な自己紹介をお願いいたします。
　私は仙台の出身です。１９７９年に本学医学部を卒業し、以後、
脳研究所で神経病理学を専攻（新潟の地を離れたのは外国留学の
２年間のみ）、２１世紀COE、全国共同研究拠点など、新潟大学に
おける脳研究の発展に携わってきました。現在、理事（研究・社会
連携担当）の職にありますが、これからも精一杯、本学の発展に努
めていく所存です。

②同窓生とのお付き合いの中で、印象深い出来事はございますか。
　とくに印象深いということではありませんが、私は先々代の長谷川
彰学長の時代から長く脳研究所長を務めてきましたので、多くの
同窓会の諸賢から懇親会の席上などでは、よく脳の病気（認知症
など）とその研究について質問をされました。

全日本合唱コンクール全国大会出場、第51回定期演奏会に向け充
実した活動をするため
新潟大学管弦楽団第８回東京公演開催
新潟から様々な音楽を発信してきた新潟市民芸術文化会館で、初めて
の定期演奏会を行うにあたり、定期演奏会を充実させるため
全日本吹奏楽コンクール全国大会出場のための指導者の招聘
奥羽越学生落語会の開催による被災地の支援
秋季リーグ戦に向けての強化練習費のため
全国大会で上位入賞を目指し、日々の練習に積極的参加と努力を促す
こと
北信越大会及び全国大会上位入賞のための練習環境の整備
インカレ上位入賞に向けた実践的練習日数拡大における経済的負担
の軽減
全国国公立大学選手権上位入賞・中部学生選手権での日本学生選
手権団体権獲得・より多数選手出場に向けた練習環境の充実
「新潟大学オープン卓球大会」などを通じた、新潟県・新潟市卓球連盟
への貢献および新潟県の小中高生の卓球指導、各種大会での活躍
ラフティング世界大会と安全な登山・ロッククライミングに向けて
中部学生馬術選手権大会出場のための資格取得と中部学生馬術選
手権大会参加
大会に向けた練習環境、設備の強化
ゴールキーパー用防具の老朽化に伴う、来年度以降の活動に向けて
防具一式及び防具消耗品の購入
海上練習に用いるレスキュー艇「CABⅡ」の船外機の購入
全国大会を目指すうえで必要なボールおよびテーピング等消耗品の必
要経費
より強いチームとの試合経験を積むための活動の強化
全日本インカレ、全日本大学駅伝、全日本大学女子駅伝、出雲駅伝出
場ならびに入賞に向けた活動の強化
北信越大会優勝および全国大会出場のための練習環境の充実
全日本学生フォーミュラ大会での上位入賞を目標とした車両製作
NHK学生ロボコン優勝に向けたロボットの製作費、材料費
中央図書館の名作映画ＤＶＤの整備拡充
高齢者ケア関係資料の整備

合唱団

管弦楽団

クラシックギター部

吹奏楽部
落語研究部
アメリカンフットボール部

基礎スキー部

弓道部

競技スキー部

水泳部

卓球部

探検部

馬術部

バレーボール部

フイールドホッケー部

ヨット部

ラグビーフットボール部

ラクロス部

陸上競技部

硬式庭球部
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ロボコングループ科学技術研究部
附属図書館（中央図書館）
附属図書館（旭町分館）

本年2月1日に校友会代表として
全学同窓会理事に就任された
高橋均新潟大学理事・副学長に
お話を伺いました。

Interview
高 橋   均

新潟大学の国際交流 ～留学生編～
International Exchange of Niigata University特 集
　新潟大学には500名近い海外からの留学生が在籍しています。言葉も文化も習慣も異なる新潟で、留学
生のみなさんは教職員、学生仲間、地域の方々との交流を通して、専門分野の学習・研究のみならず、多く
のことを学び取っています。一方、図書館内に設置されている外国語学習支援スペース “FL-SALC

（Foreign Language Self-Access Learning Center）” でのプログラム（留学生との英語・初修外国語
での自由会話など）等を通じて、日本人学生のグローバル化にも貢献しています。

　グローバル教育センターは、大学における教育のグローバル
化を推進することを目的として設置され、留学生に対しては
日本語教育部門において、各自の日本語能力に応じた日本語学習
の授業を提供しています。約半年間の日本語学習ですが、集中
した学習の効果なのか、留学生の日本語の上達の速さには驚か
されます。
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　春はしとやかなる桜、夏はうるわしき夜、秋は妖艶な紅葉、冬は冴え
わたる雪景色。四季折々の風情を持つ新潟大学には落ち着きがあり、
勉学環境が大変整っている大学です。私は国語学（国語史）の専攻
で、指導教員の厳しくも温かいご指導で、日本語への理解を深め、研
究を進めています。最近は、研究に繋がる漢文と近代文学の講義にも
参加しました。先生方の熱心なご指導をいただき、たくさんの知識を吸
収できました。また、大学生活の中で、母国とは違った日本人のゴミ分別

や物の扱い方などに驚嘆しました。新潟大学では勉学だけでなく、環境造りへの意識と物を
大切する姿勢も学べます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （日本語による寄稿）

新潟大学に学んで 蘇  文鑫（ソ・ブンキン）
（現代社会文化研究科２年、中国出身）

　国際ボランティアサークルは、留学生と新大生の国際交流の促
進と留学生の生活支援を目的として、約７０名の仲間と日々 活動し
ています。具体的な活動としては、日本人学生と留学生が日本語で
交流する「にほんごチャット」、日本人学生と留学生がお互いの母語
を教えあう「母語教室」、100名以上の学生が参加することもある

「コーヒーアワー」等の活動があります。ほかにも卒業生から不要
な家具を回収し、留学生に格安で販売する「ウェルカムバザー」の
活動を1年に一度行っています。ほかにも多くの活動がありますが、
これらの活動の企画運営が国際ボランティアサークルの活動内容
です。日本での生活を有意義に楽しく過ごしてもらいたい！そんな
思いで、サークルのメンバーと日々 活動しています。
　私はこのサークルに入って多くの留学生と交流することで、国際
理解と異文化理解の重要性、人と人の縁の大切さに気付かされま
した。これからは、大学の中はもちろん、大学の外にも国際理解や
異文化理解の輪を広げていきたいと思っています。少しでも多くの
留学生に日本での生活を楽しく過ごしてもらうために、日本人学生
に国際交流の楽しさ大切さを知ってもらうために、これからも頑張り
ます！

国際ボランティアサークルの活動 三上  貴也
（国際ボランティアサークル代表、人文学部３年）

　ホームステイ等の国際交流にご支援・ご協力をいただいている
地域の方々、本学の外国人留学生・研究者および教職員が一同
に会する交流会です。毎年開催しており、最近は2016年2月
8日（月）に五十嵐キャンパス第一学生食堂で開催されました。
当日は、中国・韓国駐新潟総領事館、地元自治体、関係市民団体
および地域の方々等が招待され、外国人留学生、日本人学生、
髙橋姿学長ほか教職員の学内参加者を合わせて、計235名が
参加されました。

国際交流のゆうべ

　4年前、学位を取得するために、ロシア
（サンクトペテルブルク市）から来て、新潟大
学に入学したとき、私は勉強のための条件
がいかに快適かを知り、深い感銘を受けま
した。大学のキャンパスが郊外にあるおか
げで、各学生が自分の研究に集中すること
ができると思います。研究室には自分の机

やスペースがあるので、毎日朝から夜遅くまで勉強できます。
　そして、図書館のおかげで、研究に必要な文献を得ることがで

きます。文献が本学の図書館にない場合は、必要に応じて他大学
の図書館から借りることができます。このシステムは非常に便利で
あり、研究のプロセスを高速化するだけでなく、その品質を改善す
ることができると思います。
　しかし、最も快適なことは、指導教員による協力・指導が十分で
あることです。論文の完成を目指して、指導教員との相談によって
必要な情報、サポートを得ることもできます。新潟大学で勉強し、重
要な研究成果を得られるようにしたいと思います。

（日本語による寄稿）

新潟大学の研究環境 コロボチキナ・アリョーナ（Korobochkina Alena）
（現代社会文化研究科3年、ロシア出身）

特集 新潟大学の国際交流 ～留学生編～

研修旅行
photography
研修旅行
photography

c せんべい王国

[ 北方文化博物館

c 彌彦神社

　大学キャンパスでの学習や研究活動ばかりで
なく、留学生が地域の中で生活するには、日本語で
のコミュニケーションに加えて、日本や地域の伝統、
文化、習慣などを理解することも重要です。その一助
として、研修旅行、ホームステイ、地域のお祭りや
お花見などに参加するプログラムも用意されてい
ます。日本や新潟地域の歴史、伝統文化等を直
接体験することは、留学生にとって日本への理
解が深まるばかりでなく、よい思い出にもなることで
しょう。日本語の学習期間を終えると、それぞれの
学部・大学院での学習・研究に進みますので、
行事への参加は留学生同士の交流の場にもなって
います。

1月 もちつき大会

2月 地域住民との交流会

4月 ウエルカムパーティー／花見

5月 留学生研修旅行

6月 松竹大歌舞伎／ホームステイ

7月 学習成果発表会／ホームステイ

8月 地域の祭り

10月 入講式／ウエルカムパーティー

11月 留学生研修旅行／ホームステイ

12月 学習成果発表会／温泉まちあるきツアー

年間行事予定
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　春はしとやかなる桜、夏はうるわしき夜、秋は妖艶な紅葉、冬は冴え
わたる雪景色。四季折々の風情を持つ新潟大学には落ち着きがあり、
勉学環境が大変整っている大学です。私は国語学（国語史）の専攻
で、指導教員の厳しくも温かいご指導で、日本語への理解を深め、研
究を進めています。最近は、研究に繋がる漢文と近代文学の講義にも
参加しました。先生方の熱心なご指導をいただき、たくさんの知識を吸
収できました。また、大学生活の中で、母国とは違った日本人のゴミ分別

や物の扱い方などに驚嘆しました。新潟大学では勉学だけでなく、環境造りへの意識と物を
大切する姿勢も学べます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （日本語による寄稿）

新潟大学に学んで 蘇  文鑫（ソ・ブンキン）
（現代社会文化研究科２年、中国出身）

　国際ボランティアサークルは、留学生と新大生の国際交流の促
進と留学生の生活支援を目的として、約７０名の仲間と日々 活動し
ています。具体的な活動としては、日本人学生と留学生が日本語で
交流する「にほんごチャット」、日本人学生と留学生がお互いの母語
を教えあう「母語教室」、100名以上の学生が参加することもある

「コーヒーアワー」等の活動があります。ほかにも卒業生から不要
な家具を回収し、留学生に格安で販売する「ウェルカムバザー」の
活動を1年に一度行っています。ほかにも多くの活動がありますが、
これらの活動の企画運営が国際ボランティアサークルの活動内容
です。日本での生活を有意義に楽しく過ごしてもらいたい！そんな
思いで、サークルのメンバーと日々 活動しています。
　私はこのサークルに入って多くの留学生と交流することで、国際
理解と異文化理解の重要性、人と人の縁の大切さに気付かされま
した。これからは、大学の中はもちろん、大学の外にも国際理解や
異文化理解の輪を広げていきたいと思っています。少しでも多くの
留学生に日本での生活を楽しく過ごしてもらうために、日本人学生
に国際交流の楽しさ大切さを知ってもらうために、これからも頑張り
ます！

国際ボランティアサークルの活動 三上  貴也
（国際ボランティアサークル代表、人文学部３年）

　ホームステイ等の国際交流にご支援・ご協力をいただいている
地域の方々、本学の外国人留学生・研究者および教職員が一同
に会する交流会です。毎年開催しており、最近は2016年2月
8日（月）に五十嵐キャンパス第一学生食堂で開催されました。
当日は、中国・韓国駐新潟総領事館、地元自治体、関係市民団体
および地域の方々等が招待され、外国人留学生、日本人学生、
髙橋姿学長ほか教職員の学内参加者を合わせて、計235名が
参加されました。

国際交流のゆうべ

　4年前、学位を取得するために、ロシア
（サンクトペテルブルク市）から来て、新潟大
学に入学したとき、私は勉強のための条件
がいかに快適かを知り、深い感銘を受けま
した。大学のキャンパスが郊外にあるおか
げで、各学生が自分の研究に集中すること
ができると思います。研究室には自分の机

やスペースがあるので、毎日朝から夜遅くまで勉強できます。
　そして、図書館のおかげで、研究に必要な文献を得ることがで

きます。文献が本学の図書館にない場合は、必要に応じて他大学
の図書館から借りることができます。このシステムは非常に便利で
あり、研究のプロセスを高速化するだけでなく、その品質を改善す
ることができると思います。
　しかし、最も快適なことは、指導教員による協力・指導が十分で
あることです。論文の完成を目指して、指導教員との相談によって
必要な情報、サポートを得ることもできます。新潟大学で勉強し、重
要な研究成果を得られるようにしたいと思います。

（日本語による寄稿）

新潟大学の研究環境 コロボチキナ・アリョーナ（Korobochkina Alena）
（現代社会文化研究科3年、ロシア出身）

特集 新潟大学の国際交流 ～留学生編～

研修旅行
photography
研修旅行
photography

c せんべい王国

[ 北方文化博物館

c 彌彦神社

　大学キャンパスでの学習や研究活動ばかりで
なく、留学生が地域の中で生活するには、日本語で
のコミュニケーションに加えて、日本や地域の伝統、
文化、習慣などを理解することも重要です。その一助
として、研修旅行、ホームステイ、地域のお祭りや
お花見などに参加するプログラムも用意されてい
ます。日本や新潟地域の歴史、伝統文化等を直
接体験することは、留学生にとって日本への理
解が深まるばかりでなく、よい思い出にもなることで
しょう。日本語の学習期間を終えると、それぞれの
学部・大学院での学習・研究に進みますので、
行事への参加は留学生同士の交流の場にもなって
います。

1月 もちつき大会

2月 地域住民との交流会

4月 ウエルカムパーティー／花見

5月 留学生研修旅行

6月 松竹大歌舞伎／ホームステイ

7月 学習成果発表会／ホームステイ

8月 地域の祭り

10月 入講式／ウエルカムパーティー

11月 留学生研修旅行／ホームステイ

12月 学習成果発表会／温泉まちあるきツアー

年間行事予定
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金井度量衡㈱、共立印刷㈱、㈱考古堂書店、㈱コロナ、近野茂公認会計士事務所、佐藤食品工業㈱、沢矯正歯科医院、㈱サンケイ情報ファシリティ、
㈱三條機械製作所、JA新潟厚生連、㈲信成科学、進展工業㈱、新日本有限責任監査法人新潟事務所、信楽園病院、スズキ商事㈱、諏訪湖畔病院、
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協賛企業55社（平成28年3月31日現在）

私たちが新潟大学を応援しています

　私は1994年10月から1999年3月まで新
潟大学で内藤眞教授のご指導の下、病理
学を学び、また荒川正昭教授の下で内科
学を学びました。この間、研究を通じて多く
の先生方にお世話になりました。新潟大学
では素晴らしい先生方、共同研究者に恵
まれ、充実した日々 を過ごしました。
　1999年にミャンマーに戻り、私はヤンゴン

総合病院に勤めました。2002年5月には日本の仏教クラブのご寄
附もあって、ヤンゴン第二医科大学に呼吸器科を設置することが
できました。この年からインフルエンザ研究は始まり、現在まで日本
との共同研究が続いております。内藤先生のご尽力により、多くの
顕微鏡、医学書、医療機器も日本から寄附され、ヤンゴン総合病

院における免疫組織化学的研究や病理診断も再始動しました。
2005年にはミャンマー保健省と新潟大学との協力協定が調印さ
れ、さらに2009年には国立衛生研究所に国立インフルエンザセン
ターが発足しました。私は2011年にヤンゴン第二医科大学の教授
となり、インフルエンザに関する研究、医療、人材育成を頑張ってい
ます。この度、母校の新潟大学がAMED（日本医療研究開発機
構）のJ-GRID（感染症研究国際展開戦略プログラム「ミャンマーに
おける呼吸器感染症制御へのアプローチ」、研究代表：齋藤玲子
教授、期間：2016～2020年）に採択されましたので、日本とミャン
マーの共同研究はさらに発展すると期待しております。
　最後に、私とミャンマーのために種々のご支援、ご協力をいただ
いた日本の関係者に深く感謝申し上げます。

今も続く新潟大学との交流 ヤデナー・キャウ（Yadanar Kyaw） ミャンマー出身
ヤンゴン第二医科大学・教授（1999（平成11）年医学研究科修了）

　私は1998年4月に新潟大学の自然科学研究科に入学し、2000
年3月に修士号、2003年3月に博士号を取得しました。大学院生の
5年間と合わせて6年間を新潟で過ごしました。その間の研究は昼
夜を問わず、大変厳しいスケジュールでしたが、留学生仲間、研究
室の学生・教員、新潟県ネパール協会の方 と々新潟での生活も大
いに楽しみました。当時設立した留学生会を主宰し、国際交流の
活動も積極的に行いました。2004年にアメリカのバージニア工科
大学でポスドクとして採用されました。充実した6年間を過ごした新
潟を離れることに大きなためらいはありましたが、新潟での思い出
を胸にアメリカで頑張ることにしました。その後、2006年8月にカリ
フォルニア州立大学フラトン校の土木工学の助教として採用されま
した。新潟大学時代に在籍していた研究室は海外との交流も盛
んで、国際水準にありましたので、P.I.（研究主宰者）としてカリフォ
ルニアで私自身の研究室を運営し、独自の研究課題を確立するこ
とに困難はありませんでした。結果として、テニュアトラックをクリア
し、現職に就くこともできました。私の現在の研究活動は、地盤の地

震工学、地すべり・斜面災害軽減、土砂移動に関する高度な理
解、および防減災を考慮した社会の持続可能性等のテーマを扱っ
ています。近い将来、新潟大学との共同研究を立ち上げて、母校
に恩返し出来る日を楽しみにしております。

新潟大学への思い ティワリ・ビノド（Tiwari Binod） ネパール出身
カリフォルニア州立大学フラトン校・教授（2003（平成15）年自然科学研究科修了）

特集 新潟大学の国際交流 ～留学生編～

理学部同窓会

髙橋姿学長（左）と鈴木厚人氏（右）による記念講演

　全学同窓会設立10周年を迎えた2015（平成27）年、理学部同窓
会も25周年を迎えました。7月には髙橋姿学長、鈴木厚人氏（岩手県
立大学長、1969（昭和44）年卒）を講師にお招きし、記念行事を開催
いたしました。
　理学部同窓会の歴史をふり返ります。1953（昭和28）年3月、理学
部では第1期生50名が卒業しました。卒業生も少人数でしたので、し
ばらくの期間は理学部としての同窓会活動がありました。1970（昭
和45）年に理学部は西大畑地区から五十嵐地区へ移転しました。そ
の頃からの大学の発展とともに入学定員は大幅に増加し、卒業生数
も増加すると、同窓会活動は学科ごとの活動へと移行しました。
　1985（昭和60）年頃より、各学科同窓会の統合、理学部同窓会へ
の一本化の機運が高まりました。1986（昭和61）年に理学部首都圏
同窓会が先行して設立されると、理学部同窓会発足へ向けた動きも
活発化しました。会則、事業内容、予算、会費徴収、事務局運営等に関
する議論を重ねて、1991（平成3）年、各学科同窓会の「ゆるやかな
連合体」として新たに理学部同窓会は設立されました。
　2003（平成15）年末、新潟大学の国立大学法人化を目前に控え、
全学同窓会設立の機運が高まりました。これに併せて、理学部同窓会
の組織改革、財政基盤の確立についての議論が本格化しました。
全学同窓会の設立に先立ち、新潟大学の法人化された2004（平成
16）年、「ゆるやかな連合体」であった理学部同窓会は完全に統合さ
れました。
　2017（平成29）より理学部の6学科は1学科に改組されます。大き
な時代のうねりの中で、理学部同窓会も一層の活性化を図ってまい
りたいと存じます。これからもよろしくお願い申し上げます。

リレ ー通信

学 部 同 窓 会

　書を芸術として本格的に学ぶ大学は大変少なく、ほとんどが国語科書写の学
習になります。本学では卒展に畳16枚くらいの作品を手掛け、大作に挑戦した
い若き人々が全国から集まります。現在も1学年15人、北海道から宮崎まで、こ
んな広域から人が来るのは全学でも当コースが随一でしょう。なお、これまで卒
業生全員がゼロ免課程ながら免許を取得し、毎年平均4、5人が高校書道教員も
しくは国語の教員になっています。
　学生に聞いてみました。
院生O君…山梨出身。高校の先生がここの卒業生で勧められました。入学式の
前々日から在校生に呼ばれ、「学生会」と称す自治組織主催の新歓行事に参加、
1年から院生まであっという間に家族のような関係になります。
4年生Aさん…私は北海道から。書道教員を目指しつつ書家活動も希望します。
40畳敷の和室を友達に見せるとびっくりされます。いつも大きな毛氈が敷かれ
ていて、自由に制作できます。
1年生Kさん…岡山からです。先日、先輩に学外ヘいしぶみの拓本とりに連れて
行ってもらいました。良寛と會津八一の碑。新潟は全国でも有名な文化人を輩出
し、書が盛んであると思います。授業は書くばかりでなく、歴史やものの見方など
座学が半分で、高校でやってこなかったことばかり。

◆　　　　　　　　◆
　実は私もここの卒業生。行事の柱になっている書展、教員も含む批評会など不
変です。手本は無しで全て個性を尊重し、古典と対峙し、各自が苦しみ作品を生
み出してゆくのです。
　研究の成果は新潟市内で展覧会を開催し発表。この他、昨年は大学を代表し
ロシア青年訪問団に体験学習を、創立140周年の木山小、70周年の中野小屋
小学校節目の重要な式典に招待され、学生達がパフォーマンス書道を披露。大
変盛り上がり、注目されました。学生が体を張ってダイナミックな表現を展開する
光景は、時代に合致した新傾向の書活動です。
　全国区で代わりのない「習字」と別次元の学び。どんな世の中になっても教
育、日常から手書きが姿を消すことは絶対にありません。日本らしさと日本の言
語文化の根幹に関わる「書」の教育の伝統を守る所存です。

（書表現コース：岡村浩）

新潟大学
2 0 1 6

最 新
研 究

教育学部

社会に必要とされる全国区の学びや

Hot Research

全学同窓会は年会費を設定せず、会員からの賛助会費（任意）、各
学部同窓会からの拠出金、企業・団体からの協賛会費で運営されて
います。別添の「新潟大学全学同窓会への賛助会費納入のお願い」
の趣旨にご賛同いただき、ご支援をお願い申し上げます。

学生の修学支援、国際交流活動等に活用しています。
【基金ホームページをご覧ください】
※税法上の優遇が受けられます

●  ●  ●  ●  ●  ● 基金ホームページ  ●  ●  ● ● ● ●

http://www.niigata-u.ac.jp/university/donation/foundation/

賛助会費納入のお願い

新潟大学基金のお知らせ　ぜひご協力ください

賛助会費納入のお願い

新潟大学基金のお知らせ　ぜひご協力ください

新大サポーター連携推進室
電 話：025-262-5651
　　　（受付時間 平日9:00～17:00）
FAX：025-262-7796
E-mail：kikinjimu@adm.niigata-u.ac.jp
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協賛企業55社（平成28年3月31日現在）

私たちが新潟大学を応援しています

　私は1994年10月から1999年3月まで新
潟大学で内藤眞教授のご指導の下、病理
学を学び、また荒川正昭教授の下で内科
学を学びました。この間、研究を通じて多く
の先生方にお世話になりました。新潟大学
では素晴らしい先生方、共同研究者に恵
まれ、充実した日々 を過ごしました。
　1999年にミャンマーに戻り、私はヤンゴン

総合病院に勤めました。2002年5月には日本の仏教クラブのご寄
附もあって、ヤンゴン第二医科大学に呼吸器科を設置することが
できました。この年からインフルエンザ研究は始まり、現在まで日本
との共同研究が続いております。内藤先生のご尽力により、多くの
顕微鏡、医学書、医療機器も日本から寄附され、ヤンゴン総合病

院における免疫組織化学的研究や病理診断も再始動しました。
2005年にはミャンマー保健省と新潟大学との協力協定が調印さ
れ、さらに2009年には国立衛生研究所に国立インフルエンザセン
ターが発足しました。私は2011年にヤンゴン第二医科大学の教授
となり、インフルエンザに関する研究、医療、人材育成を頑張ってい
ます。この度、母校の新潟大学がAMED（日本医療研究開発機
構）のJ-GRID（感染症研究国際展開戦略プログラム「ミャンマーに
おける呼吸器感染症制御へのアプローチ」、研究代表：齋藤玲子
教授、期間：2016～2020年）に採択されましたので、日本とミャン
マーの共同研究はさらに発展すると期待しております。
　最後に、私とミャンマーのために種々のご支援、ご協力をいただ
いた日本の関係者に深く感謝申し上げます。

今も続く新潟大学との交流 ヤデナー・キャウ（Yadanar Kyaw） ミャンマー出身
ヤンゴン第二医科大学・教授（1999（平成11）年医学研究科修了）

　私は1998年4月に新潟大学の自然科学研究科に入学し、2000
年3月に修士号、2003年3月に博士号を取得しました。大学院生の
5年間と合わせて6年間を新潟で過ごしました。その間の研究は昼
夜を問わず、大変厳しいスケジュールでしたが、留学生仲間、研究
室の学生・教員、新潟県ネパール協会の方 と々新潟での生活も大
いに楽しみました。当時設立した留学生会を主宰し、国際交流の
活動も積極的に行いました。2004年にアメリカのバージニア工科
大学でポスドクとして採用されました。充実した6年間を過ごした新
潟を離れることに大きなためらいはありましたが、新潟での思い出
を胸にアメリカで頑張ることにしました。その後、2006年8月にカリ
フォルニア州立大学フラトン校の土木工学の助教として採用されま
した。新潟大学時代に在籍していた研究室は海外との交流も盛
んで、国際水準にありましたので、P.I.（研究主宰者）としてカリフォ
ルニアで私自身の研究室を運営し、独自の研究課題を確立するこ
とに困難はありませんでした。結果として、テニュアトラックをクリア
し、現職に就くこともできました。私の現在の研究活動は、地盤の地

震工学、地すべり・斜面災害軽減、土砂移動に関する高度な理
解、および防減災を考慮した社会の持続可能性等のテーマを扱っ
ています。近い将来、新潟大学との共同研究を立ち上げて、母校
に恩返し出来る日を楽しみにしております。

新潟大学への思い ティワリ・ビノド（Tiwari Binod） ネパール出身
カリフォルニア州立大学フラトン校・教授（2003（平成15）年自然科学研究科修了）

特集 新潟大学の国際交流 ～留学生編～

理学部同窓会

髙橋姿学長（左）と鈴木厚人氏（右）による記念講演

　全学同窓会設立10周年を迎えた2015（平成27）年、理学部同窓
会も25周年を迎えました。7月には髙橋姿学長、鈴木厚人氏（岩手県
立大学長、1969（昭和44）年卒）を講師にお招きし、記念行事を開催
いたしました。
　理学部同窓会の歴史をふり返ります。1953（昭和28）年3月、理学
部では第1期生50名が卒業しました。卒業生も少人数でしたので、し
ばらくの期間は理学部としての同窓会活動がありました。1970（昭
和45）年に理学部は西大畑地区から五十嵐地区へ移転しました。そ
の頃からの大学の発展とともに入学定員は大幅に増加し、卒業生数
も増加すると、同窓会活動は学科ごとの活動へと移行しました。
　1985（昭和60）年頃より、各学科同窓会の統合、理学部同窓会へ
の一本化の機運が高まりました。1986（昭和61）年に理学部首都圏
同窓会が先行して設立されると、理学部同窓会発足へ向けた動きも
活発化しました。会則、事業内容、予算、会費徴収、事務局運営等に関
する議論を重ねて、1991（平成3）年、各学科同窓会の「ゆるやかな
連合体」として新たに理学部同窓会は設立されました。
　2003（平成15）年末、新潟大学の国立大学法人化を目前に控え、
全学同窓会設立の機運が高まりました。これに併せて、理学部同窓会
の組織改革、財政基盤の確立についての議論が本格化しました。
全学同窓会の設立に先立ち、新潟大学の法人化された2004（平成
16）年、「ゆるやかな連合体」であった理学部同窓会は完全に統合さ
れました。
　2017（平成29）より理学部の6学科は1学科に改組されます。大き
な時代のうねりの中で、理学部同窓会も一層の活性化を図ってまい
りたいと存じます。これからもよろしくお願い申し上げます。

リレ ー通信

学 部 同 窓 会

　書を芸術として本格的に学ぶ大学は大変少なく、ほとんどが国語科書写の学
習になります。本学では卒展に畳16枚くらいの作品を手掛け、大作に挑戦した
い若き人々が全国から集まります。現在も1学年15人、北海道から宮崎まで、こ
んな広域から人が来るのは全学でも当コースが随一でしょう。なお、これまで卒
業生全員がゼロ免課程ながら免許を取得し、毎年平均4、5人が高校書道教員も
しくは国語の教員になっています。
　学生に聞いてみました。
院生O君…山梨出身。高校の先生がここの卒業生で勧められました。入学式の
前々日から在校生に呼ばれ、「学生会」と称す自治組織主催の新歓行事に参加、
1年から院生まであっという間に家族のような関係になります。
4年生Aさん…私は北海道から。書道教員を目指しつつ書家活動も希望します。
40畳敷の和室を友達に見せるとびっくりされます。いつも大きな毛氈が敷かれ
ていて、自由に制作できます。
1年生Kさん…岡山からです。先日、先輩に学外ヘいしぶみの拓本とりに連れて
行ってもらいました。良寛と會津八一の碑。新潟は全国でも有名な文化人を輩出
し、書が盛んであると思います。授業は書くばかりでなく、歴史やものの見方など
座学が半分で、高校でやってこなかったことばかり。

◆　　　　　　　　◆
　実は私もここの卒業生。行事の柱になっている書展、教員も含む批評会など不
変です。手本は無しで全て個性を尊重し、古典と対峙し、各自が苦しみ作品を生
み出してゆくのです。
　研究の成果は新潟市内で展覧会を開催し発表。この他、昨年は大学を代表し
ロシア青年訪問団に体験学習を、創立140周年の木山小、70周年の中野小屋
小学校節目の重要な式典に招待され、学生達がパフォーマンス書道を披露。大
変盛り上がり、注目されました。学生が体を張ってダイナミックな表現を展開する
光景は、時代に合致した新傾向の書活動です。
　全国区で代わりのない「習字」と別次元の学び。どんな世の中になっても教
育、日常から手書きが姿を消すことは絶対にありません。日本らしさと日本の言
語文化の根幹に関わる「書」の教育の伝統を守る所存です。

（書表現コース：岡村浩）

新潟大学
2 0 1 6

最 新
研 究

教育学部

社会に必要とされる全国区の学びや

Hot Research

全学同窓会は年会費を設定せず、会員からの賛助会費（任意）、各
学部同窓会からの拠出金、企業・団体からの協賛会費で運営されて
います。別添の「新潟大学全学同窓会への賛助会費納入のお願い」
の趣旨にご賛同いただき、ご支援をお願い申し上げます。

学生の修学支援、国際交流活動等に活用しています。
【基金ホームページをご覧ください】
※税法上の優遇が受けられます

●  ●  ●  ●  ●  ● 基金ホームページ  ●  ●  ● ● ● ●

http://www.niigata-u.ac.jp/university/donation/foundation/

賛助会費納入のお願い

新潟大学基金のお知らせ　ぜひご協力ください

賛助会費納入のお願い

新潟大学基金のお知らせ　ぜひご協力ください

新大サポーター連携推進室
電 話：025-262-5651
　　　（受付時間 平日9:00～17:00）
FAX：025-262-7796
E-mail：kikinjimu@adm.niigata-u.ac.jp
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新潟大学
全学同窓会広報

縁（えにし）は大切にしたいものです。さらに、ときには同窓会
にも思いを寄せて頂いて存在感のある同窓会にしたいもの
です。
　いま新潟大学は、社会の変化・時代の要請に対応すべく
大学の創生・魅力の創出・経済状況が厳しい学生さんの
支援等に大変ご努力をされています。メールマガジンでも情
報を提供しています。みんなで母校と学生さんを、できるだけ
応援したいものです。
　同窓会は、会員の皆様みんなの会です。「こうすべきでは
ないか」、「こういう取り組みが欲しい」等のご意見・ご要望
を寄せて頂ければと期待しています。もとより浅学菲才の身、
皆様のご支援・ご協力を頂いて、微力ですが力を尽くして
いきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

　このたび全学同窓会長に就任いた
しました理学部同窓会長の野本憲雄
でございます。これまで同窓会のため
に、大したお役に立ってもきませんでし
たので、「会員の皆様のお役にたてる
だろうか？」と不安です。

　全学同窓会も創立10年を超えました。会員も14万人ほど
と伺っています。組織は大きくなれば結びつきが弱くなるの
は、世の習いです。これといった利もなく、人の繋がりが弱い
と言われているご時世ですからなおさらだと思います。しか
し、大きな災害などのたびに、人と人の結びつきは本当に大
切なことだと思い知らされます。同じ境遇で、ともに学んだ

　平成28年3月15日(火)、本学松風会館第一会議室において、
“学生表彰”及び、“学友会表彰”を実施しました。
　“学生表彰”では、在学期間を通じて、極めて優秀な学業成績を
修め、高い評価を受けた者4名、学術研究活動において、特に顕
著な成果を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けたと認められ
る者9名、課外活動において、特に顕著な成果を挙げ、課外活動の
振興に功績があったと認められる団体1団体を表彰しました。ま
た、“学友会表彰”では、学生個人表彰で5名、学生団体表彰で2団
体、学生感謝状贈呈で4名、教職
員等感謝状贈呈で4名を表彰し
ました。今後も本学では、表彰を
実施することで、表彰学生のみ
ならず学生全体の学術研究活動
や学友会活動に対する意欲を醸
成していきます。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

新潟大学からのお知らせ

新潟大学全学同窓会
事務局：〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地
 TEL 025-262-7891　FAX 025-262-7892
 E-mail  dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp
 http://www.niigata-u.ac.jp/dousoukai/

運営委員会広報部より：同窓生のみなさまの中には長期の留学や
海外勤務を経験された方も多いかと存じます。外国語でのコミュニケー
ションの不自由さもさることながら、文化・風習や生活習慣、さらには
法律・規則の違いに戸惑い、大きな不安・ストレスを感じられたのでは
ないでしょうか？新潟大学の留学生も異国の地で、様々な困難を解決し
つつ、各自の目標に向かって学業を修め、卒業・修了後は国内外で活躍し
ておられます。彼ら彼女らの活躍は同窓生として誇らしいですし、本学の
国際的プレゼンスの向上にも貢献していると思います。

OITAMROFN NI

「新潟大学カード」入会のご案内
●新潟大学全学同窓会では、新潟大学の

　発展を支援し、同窓会員へのサービスと

　連携を深める目的で、

　三菱UFJニコスと提携

　して「新潟大学カード」

　を発行しています。

この機に是非ともご入会を！

入会費
・
年会費

無料

見本

※詳しくはホームページ
　http ://www.n i igata-u .ac . j p/dousouka i/card/ をご覧ください。

　平成28年4月14日（木）に発生した熊本地震で被害を受けた被
災地を支援するため、本学医歯学総合病院では、新潟県からの要
請を受け、医療救護班を4月22日（金）から4日間、熊本県へ派遣し
ました。この医療救護班は、医師2名、看護師2名、薬剤師1名、救
急救命士1名、事務職員1名の7名で構成され、内6名は、専門的な
訓練を受けた災害派遣医療チームであるDMAT隊員です。
　4月21日（木）に医歯学総合病院で行った出発式では、鈴木榮
一医歯学総合病院長が、「自身の安全にも留意し、被災された
方々のお役に立つよう、しっかりと医療活動を行ってほしい。」と挨
拶を行うと、医療救護班を代表して高橋昌教授（医学部災害医療
教育センター）は、「中越地震や
中越沖地震の際は、全国からたく
さんのご支援いただいた。感謝
の気持ちを込めてしっかりと活
動してまいります」との決意を述
べました。

医療救護班を熊本県に派遣しました

学長による学生表彰を実施しました

新潟大学全学同窓会からのお知らせ

全学同窓会長就任のご挨拶
野本 憲雄
理学部物理学科1965（昭和40）年卒

Webサイトをフルリニューアルしました
　平成28年4月1日（金）、新潟大学公式WEBサイトをフルリ
ニューアルしました。最新のユーザビリティを追求したデザインと
サイト構成で、これまでよりもさらに“見やすく”、そして“詳しく”
情報をお伝えします。
　また、スマートフォンをはじめとする様々なデバイスにも対応
し、快適に閲覧することが可能となりました。

新潟大学Webサイト http://www.niigata-u.ac. jp/

医療機器の導入に係わる
立替金等請求控訴事件の判決確定について
　株式会社安藤・間から平成27年5月11日に控訴提起されまし
た、医療装置の導入に係る立替金等請求控訴事件につき、平成
28年3月10日、東京高等裁判所は、控訴を棄却する旨の判決を
言い渡しました。
　この度、控訴人が法定期限である平成28年3月24日までに上
告及び上告受理の申立を行わなかったことにより、上記東京高等
裁判所の判決が確定いたしました。
　改めて、これまでのご支援に深く感謝申し上げます。
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　平成27年10月24日（土）ＡＮＡクラウンプラザホ
テル新潟において、全学同窓会10周年記念行事
が実施されました。行事の内容は①記念講演会、
②記念式典、③祝賀会で構成され大学関係者、
各学部同窓生、一般市民も含め大勢のご参加を
頂き盛大に挙行されました。
　設立以来多少の不安と共にスタートしたその

運営・機能性について、一区切りとなる10年を迎えて取りあえず安堵の
感を抱いている理事・役員の皆様の期待を担って、約一年半前から「10
周年記念行事実行委員会」が組織されました。スタートに当たって実行
委員会としての基本方針を以下の3点と定めました。
①講演会の講師は出来るだけ全国的に著名でおもしろい話題（狭い専
門性でない）である事

②来賓者は開催趣旨に沿って招待し、一般的形式にとらわれない事
③祝賀会はゆったりと歓談できるよう、立食形式にはしない事

新潟大学全学同窓会　設立10周年記念行事のご報告
実行委員長  本合 邦彦 （悠久会（工学部同窓会）理事長、1968（昭和43）年卒）

　その後２～３ヶ月に一回のペースで実行委員会が開かれ、
その都度基本方針の肉付けや修正・確認を経て実行内容の
詳細が確認されたのが約2ヶ月ほど前でありました。その結果最大
イベントである「講演会」の講師には食品（発酵学の第一人者）
に造詣が深い東京農業大学名誉教授の小泉武夫氏をお願い
し、「式典・祝賀会」には新潟大学元学長長谷川彰氏、前学長
下條文武氏、現学長髙橋姿氏、元全学同窓会長柳本雄司氏、
新潟市長篠田昭氏の来賓祝辞を頂き、柳本幸子氏のソプラノ
独唱、新潟大学合唱団のアトラクションを交えて開催の趣旨に
沿った有意義な行事を挙行出来ました。
　ご支援・ご参加いただきました大勢の皆様はじめ、全学同窓会
の役員、実行委員の皆様方に感謝いたしまして新潟大学全学
同窓会設立10周年記念行事の報告を終わります。

新潟大学・全学同窓会交流会
記念講演会 及び 懇親会
●日時： 平成28年10月22日（土）
●場所： ANAクラウンプラザホテル新潟  2F 「芙蓉」
  （新潟市中央区万代5-11-20）

【記念講演会】
15：00～17：00 ［入場無料］

「路地からのふるさと再生」（仮題）
講師／野内 隆裕氏 （路地連新潟メンバー、日和山五合目館長）

●プロフィール●
　1968年新潟市中央区の下町（しもまち）出身。
まちあるきグループ「路地連新潟」メンバーとして、
小路や歴史のある観光スポット日和山の風景を拠
点に、楽しみ活かそうと、まちあるきを企画。2007
年より、新潟市との共同プロジェクト「新潟の町・小
路めぐり」において地図と案内板を作成。2011年、
みちとまち新潟の史跡・日和山の再生に取り組む。
2014年、日和山の中腹に新潟の歴史と景観を楽しむカフェ「日和山五合
目」をオープン、館長となる。2016年、まちづくり功労者（国土交通大臣
表彰）受賞。
講演の抄録
　近頃全国的にぶらりとまちあるきを楽しむのが流行しています。歩いて
初めて気付く価値観がここ新潟のあちらこちらに眠っています。講師は「新
潟シティガイド」の生みの親のひとり、この道の仕掛人です。江戸時代から
の新潟の名所、日和山をねじろに、イラストレーターとして自ら地図作製に
携わり、港町の情緒の発信に努めています。新潟市との二人三脚の町お
こしの歩みと、ますます進化する下町日和山からの町おこしの今を語って
いただきます。

【記念講演会・懇親会の申込方法】
　講演会、懇親会別に参加希望を明記し、郵送・FAX・メールで全学同
窓会事務局へお申し込みください。いずれの会も新潟大学関係者以外
の方でも参加できます。
※参加申込みの詳細についてはホームページの中でご案内する予定です。

締め切り：10月7日（金）
申 込 先：新潟大学全学同窓会事務局
　　　　 〒950-2181　新潟市西区五十嵐2の町8050番地
　　　　 ☎ 025-262-7891　　FAX 025-262-7892
　　　　 Eメール dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp

●インフォメーション

【懇親会】
17：30～19：30　会費／5,000円（予定）　※場所は講演会と同じ
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